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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第1四半期 168,865 △9.4 2,441 △45.4 2,880 △34.0 1,340 △12.9

23年3月期第1四半期 186,375 52.8 4,473 ― 4,366 ― 1,539 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 2,274百万円 （11.0％） 23年3月期第1四半期 2,049百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

24年3月期第1四半期 5.00 ―

23年3月期第1四半期 5.74 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 325,813 112,772 31.6
23年3月期 314,763 111,528 32.4

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  102,920百万円 23年3月期  101,865百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

23年3月期 ― 0.00 ― 3.75 3.75

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 3.75 ― 3.75 7.50

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
（注）第２四半期（累計）に係る業績予想は行っておりません。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 790,000 5.6 21,000 7.8 20,000 7.0 21,000 34.6 78.37



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四
半期レビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の
業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決
算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 273,241,631 株 23年3月期 273,241,631 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 5,271,654 株 23年3月期 5,270,155 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 267,970,914 株 23年3月期1Q 268,022,116 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1)  連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間においては、平成20年秋の金融危機以降、世界規模で急速に悪化した経済環境が

好転の兆しを見せており、新車販売台数が各地で回復基調にあるほか、中国、インドをはじめとした新興市場

では大きな伸びが続いております。しかしながら、本年３月11日に発生した東日本大震災によって、日本にお

いては自動車産業のサプライチェーンが大きな影響を受け、また、需要の急減にも見舞われることとなりまし

た。 

このような状況において、当社グループは震災被害から速やかな復旧を果たし生産体制を整えるとともに、

モノづくりのトータルコスト削減活動を推進し、付加価値向上による製品競争力の強化を加速させてまいりま

した。 

こうした環境のもと、当社グループの売上高は主要得意先の販売台数の減少に伴い1,688億円となり前年同

期に比較して175億円（9.4％）の減収となりました。 

利益面におきましても、震災による影響はぬぐいきれず、営業利益は24億４千万円となり前年同期と比較し

て20億３千万円（45.4％）の減益となりました。 

また、経常利益は為替差損の減少（当第１四半期連結累計期間は３億６千万円の損失、前年同期は８億５千

万円の損失）等の影響により28億８千万円の利益となり前年同期と比較して14億８千万円の減益（前年同四半

期比34.0％減）となりました。 

四半期純利益につきましては、特別損失において構造改革費用の減少が７億３千万円、資産除去債務会計基

準の適用に伴う影響額の減少が８億８千万円、法人税等の減少が６億６千万円（当第１四半期連結累計期間は

２億７千万円の損失、前年同期は９億４千万円の損失）等がありましたものの、災害による損失10億５千万円

等の影響により13億４千万円となり前年同期に比較して１億９千万円の減益（前年同四半期比12.9％減）とな

りました。 

(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 流動資産は前連結会計年度末に比べて104億２千万円増加し1,952億３千万円となりました。これは主として

受取手形及び売掛金の増加(80億２千万円)等によるものです。 

 固定資産は前連結会計年度末に比べて６億２千万円増加し1,305億７千万円となりました。これは主として

機械装置及び運搬具(純額)の増加(10億３千万円)、及びソフトウェアの減少(４億９千万円)等によるもので

す。 

 

（負債） 

 流動負債は前連結会計年度末に比べて99億９千万円増加し1,967億３千万円となりました。これは主として

支払手形及び買掛金の増加(66億６千万円)、未払費用の増加(17億３千万円)等によるものです。 

 固定負債は前連結会計年度末に比べて１億９千万円減少し163億円となりました。 

 

（純資産） 

純資産合計は前連結会計年度末に比べて12億４千万円増加し1,127億７千万円となりました。 

これは主として為替換算調整勘定の増加（10億円）等によるものです。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

 当年度の業績予想については、概ね予想の範囲内で推移しているため、平成23年６月29日の通期連結業績予

想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせから変更ありません。 

 また、業績管理を年次で行っているため、第２四半期連結累計期間に係る業績予想は行っておりません。 

 

※業績見通しについて 

①為替水準は１ドル＝80円、１ユーロ＝115円を前提としております。 

②業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提

 に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

 

カルソニックカンセイ㈱ (7248) 平成24年3月期　第1四半期決算短信



 

 - 3 -

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(1)  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

 

(2)  四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用の計算 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してお

ります。 

(3)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 
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３．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当第１四半期 
連結会計期間 

(平成23年６月30日) 

資産の部  

 流動資産  

  現金及び預金 14,789  14,544

  受取手形及び売掛金 111,465  119,488

  商品及び製品 9,126  8,757

  仕掛品 3,901  4,244

  原材料及び貯蔵品 22,897  22,734

  繰延税金資産 4,639  5,269

  その他 18,386  20,515

  貸倒引当金 △397  △317

  流動資産合計 184,810  195,235

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 33,041  33,082

   機械装置及び運搬具（純額） 48,344  49,377

   土地 17,538  17,713

   建設仮勘定 3,794  4,239

   その他（純額） 9,425  8,590

   有形固定資産合計 112,143  113,002

  無形固定資産  

   のれん 180  167

   ソフトウエア 5,503  5,006

   ソフトウエア仮勘定 561  771

   その他 299  291

   無形固定資産合計 6,544  6,237

  投資その他の資産  

   投資有価証券 8,512  8,758

   繰延税金資産 2,225  1,987

   その他 528  593

   貸倒引当金 △2  △2

   投資その他の資産合計 11,264  11,337

  固定資産合計 129,952  130,577

 資産合計 314,763  325,813
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 

当第１四半期 
連結会計期間 

(平成23年６月30日) 

負債の部  

 流動負債  

  支払手形及び買掛金 108,492  115,161

  短期借入金 45,750  47,158

  未払費用 17,505  19,239

  未払法人税等 1,694  1,569

  工場再編損失引当金 352  342

  災害損失引当金 489  345

  その他 12,449  12,913

  流動負債合計 186,733  196,731

 固定負債  

  長期借入金 78  78

  繰延税金負債 1,866  1,983

  退職給付引当金 9,329  9,265

  製品保証引当金 3,865  3,786

  その他 1,361  1,194

  固定負債合計 16,500  16,309

 負債合計 203,234  213,041

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 41,456  41,456

  資本剰余金 59,638  59,638

  利益剰余金 30,814  31,150

  自己株式 △3,727  △3,727

  株主資本合計 128,181  128,516

 その他の包括利益累計額  

  その他有価証券評価差額金 25  23

  在外子会社土地再評価差額金 293  293

  在外子会社未積立年金債務 △5,153  △5,433

  為替換算調整勘定 △21,482  △20,479

  その他の包括利益累計額合計 △26,316  △25,596

 少数株主持分 9,663  9,852

 純資産合計 111,528  112,772

負債純資産合計 314,763  325,813
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(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 

四半期連結損益計算書 

 （第１四半期連結累計期間） 

  (単位:百万円)

 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

売上高 186,375  168,865

売上原価 172,105  156,437

売上総利益 14,269  12,427

販売費及び一般管理費  

 運搬費 547  492

 製品保証引当金繰入額 691  215

 給料手当及び賞与 3,126  3,631

 退職給付引当金繰入額 36  135

 支払手数料 1,501  1,543

 その他 3,892  3,968

 販売費及び一般管理費合計 9,795  9,986

営業利益 4,473  2,441

営業外収益  

 受取利息 49  76

 受取配当金 2  2

 持分法による投資利益 274  231

 デリバティブ収益 433  432

 その他 172  256

 営業外収益合計 932  999

営業外費用  

 支払利息 83  71

 為替差損 850  368

 その他 106  119

 営業外費用合計 1,040  559

経常利益 4,366  2,880

特別利益  

 固定資産売却益 69  6

 その他 5  4

 特別利益合計 74  10

特別損失  

 固定資産除却損 70  55

 構造改革費用 734  －

 災害による損失 －  1,059

 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 889  －

 その他 109  44

 特別損失合計 1,803  1,158

税金等調整前四半期純利益 2,637  1,732

法人税等 943  274

少数株主損益調整前四半期純利益 1,693  1,458

少数株主利益 154  118

四半期純利益 1,539  1,340
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四半期連結包括利益計算書 

第１四半期連結累計期間 

  (単位:百万円)

 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,693  1,458

その他の包括利益  

 その他有価証券評価差額金 △30  32

 在外子会社未積立年金債務 △250  △279

 為替換算調整勘定 576  982

 持分法適用会社に対する持分相当額 60  80

 その他の包括利益合計 355  815

四半期包括利益 2,049  2,274

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,844  2,060

 少数株主に係る四半期包括利益 205  214
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  (単位:百万円)

 

前第１四半期連結累計期間

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間

(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前四半期純利益 2,637  1,732

 減価償却費 5,484  5,508

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △42  △86

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △456  △335

 製品保証引当金の増減額（△は減少） 504  △3

 受取利息及び受取配当金 △51  △78

 支払利息 83  71

 持分法による投資損益（△は益） △274  △231

 有形固定資産除売却損益（△は益） 69  56

 売上債権の増減額（△は増加） △10,715  △7,951

 たな卸資産の増減額（△は増加） △2,467  717

 仕入債務の増減額（△は減少） 6,104  3,538

 その他 7,190  5,467

 小計 8,065  8,406

 利息及び配当金の受取額 139  205

 利息の支払額 △91  △66

 法人税等の支払額 △474  △799

 営業活動によるキャッシュ・フロー 7,639  7,745

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 定期預金の預入による支出 △11  △22

 有形固定資産の取得による支出 △3,534  △2,960

 有形固定資産の売却による収入 355  26

 無形固定資産の取得による支出 △263  △561

 連結子会社株式取得による支出 △1,455  －

 投資有価証券の取得による支出 △2  △3

 貸付けによる支出 △538  △60

 貸付金の回収による収入 679  16

 その他 △16  △62

 投資活動によるキャッシュ・フロー △4,787  △3,627

財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入金の純増減額（△は減少） △1,145  268

 長期借入金の返済による支出 △61  △7

 配当金の支払額 －  △1,004

 少数株主への配当金の支払額 △15  △25

 自己株式の純増減額（△は増加） △0  △0

 その他 △273  △52

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,495  △822

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10  382

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,346  3,678

現金及び現金同等物の期首残高 14,064  14,741

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少） 

－  6

現金及び現金同等物の四半期末残高 15,411  18,426
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5)  セグメント情報等 

【セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日） 

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

日本 北米 欧州 アジア 計 

調整額 
(注) 

四半期連結
損益計算書
計上額 

売上高   

  外部顧客への売上高 91,053 48,269 18,161 28,891 186,375 － 186,375

  セグメント間の内部売上高
又は振替高 

7,907 128 25 3,586 11,648 (11,648) －

計 98,960 48,398 18,186 32,478 198,023 (11,648) 186,375

セグメント利益（営業利益） 1,165 2,014 154 1,224 4,558 (84) 4,473

(注)  １．セグメント利益の調整額はセグメント間取引消去によるものであります。 

２．日本以外の各セグメントの区分に属する主な国又は地域 

      北米：米国、メキシコ 

      欧州：ヨーロッパ諸国、南アフリカ 

      アジア：東アジア、東南アジア諸国及び南アジア 

 

当第１四半期連結累計期間（自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日） 

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円） 

報告セグメント 
 

日本 北米 欧州 アジア 計 

調整額 
(注) 

四半期連結
損益計算書
計上額 

売上高   

  外部顧客への売上高 81,780 34,430 19,594 33,059 168,865 － 168,865

  セグメント間の内部売上高
又は振替高 

7,966 81 29 3,227 11,304 (11,304) －

計 89,747 34,512 19,623 36,286 180,170 (11,304) 168,865

セグメント利益又は損失
（△）（営業利益） 

△331 1,131 277 1,382 2,459 (18) 2,441

(注)  １．セグメント利益の調整額はセグメント間取引消去によるものであります。 

２．日本以外の各セグメントの区分に属する主な国又は地域 

      北米：米国、メキシコ 

      欧州：ヨーロッパ諸国、南アフリカ 

      アジア：東アジア、東南アジア諸国及び南アジア 
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(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

(7) 重要な後発事象 

当社は、平成23年６月29日開催の取締役会において厚木工場跡地（128,523㎡）の譲渡を決議し、この決議

に基づき、平成23年７月19日及び平成23年７月26日に不動産売買契約を締結いたしました。 

 

(1)所在地     : 神奈川県愛甲郡愛川町中津4012 

(2)譲渡資産   : 土地 合計77,568.87㎡（2社分合計） 

(3)譲渡前の使途 : 厚木工場跡地（遊休資産） 

(4)譲渡先     : 譲渡の相手先につきましては契約の都合により現段階での開示を控えさせていただきます。

譲渡先の内１社とは物流業務委託の取引関係がありますが記載すべき資本関係・人的関

係はなく、関連当事者に該当いたしません。他の１社につきましては、記載すべき資本

関係・人的関係・取引関係はなく、関連当事者に該当しません。 

(5)譲渡の日程 : 平成24年３月引渡し予定 

(6)譲渡価額   : 合計 6,405百万円(2社分合計) 

(7)当該事象の損益に与える影響 : 平成24年３月期第４四半期において特別利益（固定資産売却益）として

6,190百万円を計上する見込みです。 
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